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1．調査の背景と目的 
ファシリティマネジメント（FM）は、施設とその環境を重要な経営資源と位置づけ、それ

を総合的に企画、管理、活用する経営活動である。経営資源の効率化、有効活用に欠かせ

ない経営管理の活動といえる。 

FMはこれまで民間企業を中心にして、ベンチマークデータの収集や評価手法の普及啓蒙

が進展してきた。しかし、近年では公共施設や公益施設においてもその利点が認められ、

三重県をはじめとする先進的な都道府県、市町村などの行政組織、大学などの教育施設や

医療施設などでFMに取り組むようになってきている。 

その背景には、地方自治における行政改革、国立大学、国立病院の独立行政法人化など

があげられる。端的にいえば、「経営の視点」の導入による効率化、予算消化から戦略的・

計画的な管理活動によるコスト削減や施設の有効活用などが要請される時代になったとい

える。 

本調査は、こうした効率的な経営管理が求められる環境下にあって、地方自治体、国立

大学や国立病院において、以下のような状況の把握を主な目的として、実施されたもので

ある。 

①FMがどのように認知されているか 

②FMの管理活動に深く関連するデータの把握や管理体制の整備がどうされているのか 

③FMの対象とする施設がどのような状況にあるか 

 

2．調査の方法 
本調査では、「付属資料」に掲げる調査票を送付し、郵送にて回収する方法とした。 

 

1）調査の対象 

調査対象数は、総計553団体にのぼり、その内訳は以下のような構成である。 

①地方自治体（合計対象数401）：都道府県47、県庁所在都市46、政令指定都市2、中核市

18、特例市44、その他人口数の多い市・東京23区など244 

②国立大学：86 

③国立病院：66 

 

2）調査票の送付先 

上記対象団体のうち、地方自治体では行政改革担当部門・企画調整部門・政策推進部門な

ど、国立大学および国立病院では、経営企画・経営管理の担当部門に送付した。 
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3）調査の実施期間 

2003年12月1日～12月26日 

 

4）調査の体制 

本調査の調査票および報告書の作成に当たっては、（社）日本ファシリティマネジメント推

進協会（JFMA）が設置した公共施設調査研究委員会が中心になり推進した。また、上記委

員会の下に、調査票および報告書の編集業務等を担当するワーキンググループを組織した。 

 

3．調査結果の要点と考察 
調査結果に表れた特徴的な点を指摘すれば、以下のようになる。なお、評価に当たっては、

本調査だけの結果評価に加えて、JFMAが実施した民間企業500社を対象とした調査結果、あ

るいはJFMA公共施設FM研究部会の行った調査との比較も行っている。また、分析･考察につ

いては全体のほかに、地方自治体、国立大学、国立病院の3つに分けて評価を進めている。 

 

1）高い回収率が関心の高さを示す 

回収率は、全体で61％という高率だったが、地方自治体の回収率はさらに70％と高い。こ

れは、調査対象団体を取り巻く経営環境が厳しく、財政不足を来す状況の中で危機感が高

まっていることと符合する。とくに地方自治体は、行政改革の中で現有の公共施設をどの

ように維持していくのか、あるいは、安易な建て替えではなく維持保全や用途変換による

改修を含めて現有施設をいかに活用するかという課題があり、高い回収率につながったと

考えられる。この高い回収率は、結果の評価にさまざまな影響を与えるほどの数字である。 

 → 詳細は第4章4-1：調査概要 

 

2）FMの必要性の認識は全体で48％だが、国立大学では80％を超える 

「FMの必要性が高まっている」と回答したのは、全体で48％。このうち、地方自治体では

43％、国立大学では80％を超え、国立病院では55％であった。 

国立大学における必要性の高さは、来年度からの国立大学法人化を前に、「大学施設マネ

ジメント」のあり方や具体的な実施方策が報告書として文部科学省から各大学に配布され

るなど、FMに取り組まざるをえない状況が反映していると考えられる。また、後述するFM

を推進する体制とも関連するが、施設管理担当者には技術系職員が多く、問題意識が高い

こともその要因にあげられよう。 

地方自治体における43％という結果も、けっして低い数字ではない。現に先進的な地方
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自治体ではFM推進のミッションをもつ組織が生まれて活動を広げている。また、国立病院

では、必要性は55％が感じているものの、実際の活動についてはデータで管理する体制が

未整備の状況を見ると、まだ実態としてはFMに取り組んでいない状況が窺える。 

 → 詳細は第4章：Q24 

 

3）ファシリティマネジャー資格制度の認知度はまだ低い 

FMの認知度に比べて低率であるのが、ファシリティマネジャー資格制度の存在と有資格者

の数である。資格制度の認知度については、国立大学が44％と比較的高いほかは地方自治

体、国立病院ともに10％前後で低率である。したがって、有資格者の数も国立大学、地方

自治体の順で少ない。国立病院では、有資格者はゼロという状況である。ファシリティマ

ネジャー資格制度については、これから大いに普及させる必要があることがわかる。 

 → 詳細は第4章：Q25、Q26 

 

4）データがとれない、見えない状況がある 

FMという経営管理活動を行う基本は、データによる現状の把握と計画の数値目標化である。

施設の的確な評価、維持保全の計画的な管理などのためにはデータをもとにしなければな

らない。 

維持管理費用（ファシリティコストという）などの財務データ、面積データ、工事履歴

データなどの把握に関する設問では、「全施設のデータベースがある」と回答した団体は、

全体では14％と低い。その中では、国立大学のデータ整備が22％と進んでいる。文部科学

省の啓発活動などがあり、データベース化やネットワーク化が進んでいると想定される。

地方自治体では都道府県レベルでは24％が全施設のデータベースを備えていると回答して

おり、データ管理の体制づくりが進んでいると思われる。また、国立病院では全施設のデ

ータベースがあるとの回答はゼロである。 

逆に、「紙ベースのデータ管理である」との回答は、地方自治体・国立大学・国立病院と

もに50％から60％ほどである。すなわち、全体としてはデータ整備の体制づくりが遅れて

おり、FMに必要なデータがとれない、見えないという状況であると推定される。 

 → 詳細は第4章：Q15 

 

 

5）地方自治体の施設管理体制は、「縦割り」状態が継続している 

FMの活動では、施設資産の効率化、施設の有効活用のためには、全施設を統括的に管理す
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る体制がきわめて有効である。施設の個別管理では、全体最適化は図れない。 

地方自治体の回答では、「室課ごと」「個別施設ごと」などの個別の管理体制が90％以上

を占め、依然として「縦割り・個別管理」の状況にあると思われる。一方で、施設の統廃

合や財産処分が行われているという回答は50％ほどあり、統括管理をしなくては有効に機

能しない状況が生まれてきていることが窺える。すなわち、経営環境はすでに統括管理を

しなくてはならない状況へと変化しているにもかかわらず、管理体制の変革が進んでいな

いと思われる。また、第3章3-1で述べているように、地方自治体の行政改革が実施段階に

入り、これまでの業務担当組織はかなり変化しつつある。実際の施設管理状況の変化はこ

れから起きると推定される。 

国立大学と国立病院では、地方自治体とは異なった管理体制にある。すなわち、全施設

を統括的に管理している体制が国立大学で50％、国立病院では72％と高い率を示している。

これは地方自治体と比べて対象施設が小規模であること、国立大学では施設部、国立病院

では会計課など、施設管理担当部門が明確になっているためであろう。先進的な国立大学

では施設マネジメントを担当する部署が統括的に管理を進めている。一方、国立病院では、

上記4）で述べたようにデータ管理の体制づくりが遅れており、データを活用できない状況

がある。つまり、統括管理する部門はあっても、FMに関する取り組みはこれからという段

階ではないかと推察する。→ 詳細は第4章：Q1、Q4 

 

6）築20年以上を経過している施設が、地方自治体・国立大学では大多数 

施設そのものの状況を見ると、施設の老朽化への対応が課題となっていることがわかる。 

地方自治体と国立大学では、築20年以上経過している施設が地方自治体で59％（面積構

成比、以下同）、国立大学で61％と大多数である。とくに地方自治体では、国立大学をのぞ

く教育施設で、築20年以上が68％、築30年以上の施設が31％あり、老朽化が進んでいる。

一方、国立病院では築10年未満が59％と多数を占めるが、築20年以上が39％あり、地方自

治体や国立大学ほど深刻ではないが問題はあると推定される。 

従来は、築25年を経過した時点で「老朽化施設」と認定し、建て替えの方針が採られて

いた。しかし、現在では地球環境の保全、新築予算確保の困難さなどから安易に建て替え

ることはできず、何らかの方法で延命を図っていくことが求められている。地方自治体で

は、既存施設の建て替え工事が「減少している」「行われていない」という回答を合計する

と73％、新築工事が「減少している」「行われていない」を合計すると82％を占めることで

も、そうした状況が理解できる。 

ところが、長期的な修繕費用を把握しているかどうかとなると、「把握していない」との
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回答が過半を占める。地方自治体と国立大学ではいずれも55％を占め、延命の具体的な施

策立案の基礎となるデータが把握されていない状況であることがわかる。むしろ、老朽化

施設の割合が少ない国立病院の方が、「長期的な修繕費用を把握している」が46％と、多数

を占めている。いずれにせよ地方自治体と国立大学にとって、施設の老朽化への的確な対

応が必要な状況であるといえる。 → 詳細は第4章：Q14、Q17、Q6 

 

7）スペースは不足気味という実感 

施設については、統廃合や財産処分が行われていると回答した地方自治体は、50％ほどあ

る。一方、そうした状況の中で、使用するスペースについては、67％が「不足している」

という感じをもっている。これらの回答だけでは、統廃合が進められた結果として、スペ

ースが不足という状況を来したのかどうかは判断できない。とはいえ、地方自治体、国立

大学、国立病院ともに、スペースは不足しているという実感をもっている方が60％から90％

と大多数である。 → 詳細は第4章：Q12、Q4 

 

8）問題点は、財政難が第1位だが、第2位にそれぞれの特質が表れている 

「公共施設管理における問題点についてどう感じているか」という点に関しては、「財政が

厳しく予算が不足している」との回答が、全体で80％以上の高率を占める。予算の不足は

共通した大きな問題といえる。言い換えれば、歳入不足、収入不足の折り、コスト削減や

経営効率化に強い圧力を感じているということであろう。 

問題点の第2位は、それぞれの対象で異なり、状況の違いが鮮明になっているように考え

る。言い換えれば、実質的な問題が第2位の回答に表れているといえる。すなわち、地方自

治体では第2位が「標準化、ルール化がされていない」（44％）である。国立大学では、「施

設のマネジメント能力の不足」（63％）である。また、国立病院では、「施設管理のデータ

が不足」（46％）である。 

地方自治体では施設管理の標準化という、ある意味では誰が担当しても適切に管理でき

る事務効率化をまず目指すという意識が表れていると思われる。一方、国立大学では技術

系職員が担当しており専門的な知識レベルも高い。しかし、それゆえに維持管理はともか

く、戦略的・計画的なマネジメントについては能力不足を感じているということではない

だろうか。また、国立病院では、経営管理に必要なデータの整備はこれからで、施設関連

のデータについても同様という認識だと思われる。それぞれの事情を反映しているようで、

興味深い。 → 詳細は第4章：Q23 
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9）地方自治体は、積極的活動度合いが低く、「スクミ・問題先送り」の状態 

Q6の小設問に、「新築・増築工事の増減」「既存施設の建て替え工事の増減」「既存施設の大

規模改修工事の増減」「用途変換工事の増減」「施設解体工事の増減」がある。 

これらの小設問のうち、「増加している」という回答だけを取り出して、各対象の「積極

的活動の度合い」を試算してみた。これは、予算不足など財政難の状況下という共通した

環境のもとでも、状況打開のためには施策を実行して積極的な姿勢でいるのか、あるいは

活動を先送りして消極的になっているのかを推測する目安になると考える。図1-1および図

1-2に、その結果を示す。もっとも積極的に活動を実行しているのが国立病院であり、その

次が国立大学である。両者に比べて、地方自治体は数字だけを見れば2分の1ほどで、活動

的ではない。つまり、道州制や市町村合併など大きな課題を前にしていながら、スクミの

状態、問題先送りの状態だといえそうだ。 

 

 

■図1-1： 積極的活動度合いの試算値（単位：％） 

 

 

 

 

■図1-2：積極的活動度合いのグラフ 

 

 

新築 統合 改修 用途変更 解体 積極的活動度
自治体 9.3 14.6 33.5 18.9 19.6 95.9
大学 43.5 17.4 54.3 39.1 13 167.3
病院 54.5 36.4 36.4 27.3 36.4 191
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4．調査結果から考察した提言 
1）調査結果の要点一覧 

上記で述べた調査結果の要点をまとめたものが、図1-3である。 

地方自治体、国立大学、国立病院のそれぞれで事情は若干異なるものの、全体としては

厳しい経営環境のもとで、施設に関わるコストの削減、施設の有効活用、業務効率の向上

といった改革課題に取り組んでいる状況が窺える。そうした中で、FMの必要性を強く認識

しているものと思われる。また、それぞれがもつ課題の違いについてもおよそ明らかにな

った。 

■図1-3： 調査結果の要点と考察のまとめ 

 全体 地方自治体 国立大学 国立病院 

背景 

・行政改革・経営改革の強い
圧力 
・財政厳しく予算が十分にと
れない 
・コスト削減、効率化の必要
性高い 
・先行きは不透明で不確実 

・三位一体の行政改革 
・地方交付税＋補助金の大
幅削減 
・財政厳しく、歳入が不足 
・歳出カット、効率化の強い
圧力 
・責任と権限の増大 

・2004年度独立法人化 
・1960年代の規模拡大の影
響 
・老朽化と狭隘化の進行 
・予算不足で耐震改修進ま
ず 
・「大学施設マネジメント」の
普及 

・2004年度独立法人化 
・病院の統廃合、地方移管の
進行 
・医療保険制度の見直し 
・病院経営全体の経営難 
・一般（急性期）と療養型の
選択 

FMの 
必要性 
  ・ 
認知度 

・FMの必要性の認識は高い 
・経営改革、行政改革に取り
組まざるをえない状況 
・先進的なところではFM推
進組織も生まれている 
・自治体と大学はFMの認知
度が高い 
・資格制度認知度は大学以
外は低い 

・ 必 要 性 の 認 識 は 高 い
（43％） 
・行政改革が実施レベルで進
展している 
・FMの認知度は高い（43％）
・資格制度認知度はやや低
い（13％） 

・必要性の認識は非常に高
い（80％） 
・「大学施設マネジメント」の
普及などでFMに取り組まざ
るをえない状況 
・FMの認知度が非常に高い
（94％） 
・資格制度認知度は高い
（44％） 

・ 必 要 性 の 認 識 は 高 い
（55％） 
・病院経営の危機感はある
が、まだFMに目が向いてい
ない 
・FMの認知度は低い（27％）
・資格制度認知度はゼロ
（0％） 

FM 
データ 
の整備 

・施設データの整備が遅れて
いる 
・「紙ベース」の管理が主流 
・長期修繕費用は、病院を除
いて未整備の状況 

・全体では施設データ整備が
遅れている（14％） 
・都道府県レベルでは進展
（24％） 
・「紙ベース」の管理が主流
（60％） 
・長期修繕費用把握は未整
備（55％） 

・施設データ整備は比較的進
んでいる（22％） 
・文科省のソフト普及活動 
・「紙ベース」の管理が主流
（54％） 
・長期修繕費用把握は未整
備（55％） 

・施設データ整備は非常に遅
れている（0％） 
・「紙ベース」の管理が主流
（54％） 

 

施設 
管理の 
体制 

・自治体は統括管理が進ま
ず個別の管理が圧倒的 
・大学、病院は統括管理が
高い 

・ 個別の管理で、縦割り
（90％） 
・経営環境は統括管理が要
請されている 

・統括管理は半数まで進展
（50％） 
・施設管理担当部門が比較
的明確 
・部局ごとのオペレーション
体制 

・統括管理は進んでいる
（72％） 
・施設管理担当部門が明確 

施設の 
現状 

・自治体と大学は施設老朽
化顕著 
・自治体では新築増築工事
は減少 
・建て替え工事は減少・停止
の傾向 
・スペースは不足気味の傾
向が大 

・施設老朽化が目立つ（築後
20年以上が59％） 
・庁舎はとくに老朽化（築後
30年以上が56％） 
・新築増築工事の減少・停止
が目立つ（82％） 
・建て替え工事の減少・停止
が目立つ（73％） 
・ ス ペ ー ス は 不 足 気 味
（63％） 

・老朽化が大多数を占める
（築後20年以上が61％） 
・新築増築工事の減少・停止
はそれほどでない（50％） 
・建て替え工事の減少・停止
は目立つ（76％） 
・スペースは不足気味が顕著
（89％）     

・築後20年以上の老朽化は
39％でやや高い 
・新築増築工事の減少・停止
は顕著ではない（27％） 
・建て替え工事の減少・停止
は過半数（54％） 
・スペースは不足気味が顕著
（73％） 

施設 
管理の 
問題点 

・財政が厳しく予算が不足 
・標準化、ルール化がされて
いない 
・施設のマネジメント能力が
不足 
・施設管理のデータが不足 

・財政が厳しく予算が不足
（83％） 
・標準化、ルール化がされて
いない（44％） 
・施設のマネジメント能力が
不足（42％） 
・施設管理のデータが不足
（35％）  

・財政が厳しく予算が不足
（87％） 
・施設のマネジメント能力が
不足（63％） 
・施設管理のデータが不足
（63％） 
・標準化、ルール化がされて
いない（59％）  

・財政が厳しく予算が不足
（91％） 
・施設管理のデータが不足
（46％） 
・担当者が短期間で異動
（46％） 
・施設のマネジメント能力が
不足（36％） 
・標準化、ルール化がされて
いない（36％） 

積極的
な活動 
の 
度合い 

・新築・建て替え・大規模改
修・用途変換・解体処分に
は、もっとも積極的なのは
国立病院で、次いで国立大
学。地方自治体は、積極的
な活動に取り組んでいない 

・新築・建て替え・大規模改
修・用途変換・解体処分に
は、総合的には積極的な活
動に取り組んでいない 

・新築・建て替え・大規模改
修・用途変換・解体処分に
は、総合的に見ると、中程
度に積極的な活動を展開し
ている 

・新築・建て替え・大規模改
修・用途変換・解体処分に
は、総合的に見ると、3者の
中ではもっとも積極的な活
動を展開している 
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2）FMの推進を図るうえでの提言 

上記にまとめた公共施設管理の課題を解決するためには、FMの導入・推進が有効であると

考える。そうしたFMの導入・推進を図るうえでの提言を、いくつか述べたい。 

 

①データを作成し、データで管理する 

FMという経営管理活動が旧来の施設管理と異なる点は、データによる現状の把握と戦略・

計画立案時での数値による目標設定である。データが適切に把握できなければ、現状の問

題点が明確かつ説得力のあるものにならない。同様に、予算の不足に対しては、的確な目

標を設定して、それを実現するための予算を裏付けあるものにする必要がある。こうした

目的のためには、データの収集と評価が必須である。まずは施設の現状を把握するデータ

を収集し、更新できるようなデータ整備を行ってほしい。必要なデータは、ファシリティ

コスト（費用）、施設資産、中長期の修繕費（LCC）などの財務データ、建物の面積、有効

面積、各部門で利用している面積などの施設面積データ、施設入居人数などの人員データ、

工事履歴や最新の設計図書などの建物データなどである。 

 

②縦割り状況に横串をさす、横断的・統括的な管理体制の整備 

公共施設においても、施設資産の有効活用、統廃合を含む施設資産の効率化など、リスト

ラへの取り組みは明白である。こうした段階では、施設の統括的な管理が非常に有効であ

る。本来ならば、組織改革、機構改革により全施設を経営者（首長）に代行して管理する

責任と権限をもつ専任部門をつくることが望ましい。しかし、当面は委員会形式などで部

門を横断して統括的に管理ができるようなタスクフォースの設立でもよい。 

これは縦割りの管理が圧倒的な地方自治体に限ったことではない。国立大学においても

学部の壁があり、それを超える全学的な全施設管理の責任と権限をもつことが必要である。

国立病院においても部局の壁を超え、経営と直結する必要がある。 

 

③専門家を育成し、情報交流を進める 

施設管理において、現状の評価、戦略・計画の立案、維持管理業務のマネジメントなどが

行える専門家を育成することも課題であろう。こうしたマネジメント能力のある人材の育

成には、3年程度で異動してしまう人事管理ではおぼつかない。また、専門家の育成には、

専門家同士の横の交流が必須である。自らの団体だけではなく、広く全地方自治体、全国

立大学、全国立病院と情報を交換し、知恵を出し合うことが有効である。JFMAはそうした

交流を広め、深める活動を展開している。地方自治体や各種団体など幅広い分野の人々が
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参加する公共施設FM研究部会、キャンパス研究部会、ヘルスケアFM研究部会と公共施設関

連でもさまざまな研究と交流の活動を展開している。さらに『総解説ファシリティマネジ

メント』など、FMの基本的な資料となる書籍や認定ファシリティマネジャーの資格制度も

ある。有効に利用していただきたいと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 


